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1 赤い部屋異聞 法月綸太郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/2

2 甘夏とオリオン 増山実著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/10

3 金太郎飴　磯崎憲一郎　エッセイ・対談・評論２００７－２０１９磯崎憲一郎著 河出書房新社 日本文芸書 12/16

4 男はつらいよ　お帰り　寅さん 山田洋次原作/小路幸也著講談社 日本文芸書 12/2

5 家族パズル 黒田研二著 講談社 日本文芸書 12/10

6 風間教場 長岡弘樹著 小学館 日本文芸書 12/16

7 涙をなくした君に 藤野恵美著 新潮社 日本文芸書 12/18

8 奈落 古市憲寿著 新潮社 日本文芸書 12/24

9 オカシナ記念病院 久坂部羊著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/18

10 リボンの男 山崎ナオコーラ著 河出書房新社 日本文芸書 12/16

11 瓦礫の死角 西村賢太著 講談社 日本文芸書 12/9

12 抵抗都市 佐々木譲著 集英社 日本文芸書 12/11

13 ぷくぷく 森沢明夫著 小学館 日本文芸書 12/上

14 清く貧しく美しく 石田衣良著 新潮社 日本文芸書 12/18

15 気がつけば、終着駅 佐藤愛子著 中央公論新社 日本文芸書 12/5

16 老人初心者の覚悟 阿川佐和子著 中央公論新社 日本文芸書 12/16

17 大名倒産　上 浅田次郎著 文藝春秋 日本文芸書 12/4

18 大名倒産　下 浅田次郎著 文藝春秋 日本文芸書 12/4

19 おとぎカンパニー　日本昔話編 田丸雅智著 光文社 日本文芸書 12/17

20 地棲群 嶺里俊介著 光文社 日本文芸書 12/17

21 逢魔が刻　腕貫探偵リブート ( 腕貫探偵シリーズ６) 西澤保彦著 実業之日本社 日本文芸書 12/18

22 毎朝ちがう風景があった 椎名誠著 新日本出版社 日本文芸書 12/5

23 花咲小路一丁目の髪結いの亭主 小路幸也著 ポプラ社 日本文芸書 12/5

24 如何様（イカサマ） 高山羽根子著 朝日新聞出版 日本文芸書 12/4

25 黒鳥の湖 宇佐美まこと著 祥伝社 日本文芸書 12/10

26 梅と水仙（仮） 植松三十里著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 12/23

27 まずはこれ食べて 原田ひ香著 双葉社 日本文芸書 12/17

28 黒武御神火御殿　三島屋変調百物語六之続 宮部みゆき著 毎日新聞出版 日本文芸書 12/4

29 ジャパンタウン バリー・ランセット著/白石朗訳集英社 外国文芸書 12/11

30 西への出口 ( 新潮クレスト・ブックス) モーシン・ハミッド著/藤井光訳新潮社 外国文芸書 12/24

31 魔法のサーカスと奇跡の本 エリカ・スワイラー著/小林浩子訳東京創元社 外国文芸書 12/18

32 俺の歯の話 バレリア・ルイセリ著/松本健二訳白水社 外国文芸書 12/26

33 失われた女の子 ( ナポリの物語４　完結) エレナ・フェッランテ著/飯田亮介訳早川書房 外国文芸書 12/18

34 流れは、いつか海へと ※ ハヤカワ・ミステリ／ ２０１９年アメリカ探偵作家クラブ賞最優秀長篇賞受賞作品ウォルター・モズリイ著/田村義進訳早川書房 外国文芸書 12/3

35 雲 ( 海外文学セレクション) エリック・マコーマック著/柴田元幸訳東京創元社 外国文芸書 12/18

36 息吹 テッド・チャン著/大森望訳早川書房 外国文芸書 12/3

37 ○と□　２つの基本形でつくる　こどものニット小物 吉村雅衣著 家の光協会 くらしの実用書 12/13

38 アメリカンクッキー　歴史や文化がぎゅっと詰まった家庭菓子の５６レシピ原亜樹子著 誠文堂新光社 くらしの実用書 12/2

39 水引で彩る二十四節気の飾り 田中杏奈著 日東書院本社 くらしの実用書 12/18

40 ジーンズで袋物 ( レディブティックシリーズ) ブティック社 くらしの実用書 12/16

41 父と母へのごはん便　冷凍・冷蔵ができる！自分の作り置きご飯にもなる！上田淳子著 文化出版局 くらしの実用書 12/6

42 疲れないおもてなし　いつもの料理で人を招く 本多理恵子著 平凡社 くらしの実用書 12/12

43 犬のための家庭の医学 野澤延行著 山と溪谷社 くらしの実用書 12/13

44 へたっぴでもうまくいく　小麦粉だけでつくる天然酵母パン 増島智子著 家の光協会 くらしの実用書 12/13

45 身近な人が亡くなった後の遺品整理 奥村拓著 自由国民社 くらしの実用書 12/11

46 ごはんにかけておいしい。　材料２つで炒めもの ワタナベマキ著 主婦と生活社 くらしの実用書 12/18

47 令和版　家族葬ハンドブック 柴田典子監修/主婦の友社編主婦の友社 くらしの実用書 12/11

48 日本刺繍の「いろは」　コットン糸からやさしく始める 沖文著 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 12/20
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49 Ｑ＆Ａでよくわかる　知識ゼロからの農産加工入門 尾崎正利監修 家の光協会 ビジネス・くらしの経済12/13

50 「疲れない」が毎日続く！　休み方マネジメント 菅原洋平著 河出書房新社 ビジネス・くらしの経済12/18

51 会社のきれいな辞め方、教えます！ 小澤亜季子著/十時麻衣子著/北村尚弘著/皿谷将著/小林洋介ほか著自由国民社 ビジネス・くらしの経済12/18

52 「国民年金」１５０％トコトン活用術 ( ＤＯ　ＢＯＯＫＳ ) 日向咲嗣著 同文舘出版 ビジネス・くらしの経済12/26

53 野菜だより　図解　土づくり・タネまき・植えつけ( 学研ムック ) 野菜だより編集部編学研プラス すまい・住宅・建築12/12

54 育て方がよくわかる！　世界の食虫植物図鑑 日本食虫植物愛好会監修日本文芸社 すまい・住宅・建築12/26

55 今さら聞けない　農薬の話　きほんのき 農文協編 農山漁村文化協会すまい・住宅・建築12/20

56 シニア女性の骨盤臓器脱　子宮や膀胱がはみ出てきたら( 別冊ＮＨＫきょうの健康) 加藤久美子監修 ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学12/6

57 世界中の女子が読んだ！　からだと性の教科書 エレン・ストッケン・ダール著/ニナ・ブロックマン著/高橋幸子医療監修/池田真紀子訳ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学12/20

58 ＮＨＫきょうの健康　骨と関節を守る３００のＱ＆Ａ事典（仮） 「きょうの健康」番組制作班編/主婦と生活社ライフ・プラス編集部編主婦と生活社 健康と家庭の医学1/8

59 透析療法　腹膜透析・血液透析・腎移植 ( よくわかる最新医学シリーズ) 石橋由孝著 主婦の友社 健康と家庭の医学12/23

60 高血圧でもフレイル（虚弱状態）は防げる 原田和昌監修 小学館 健康と家庭の医学12/3

61 ぜんぶわかる呼吸の事典 長尾大志監修 成美堂出版 健康と家庭の医学12/2

62 身近な「くすり」歳時記 鈴木昶著 東京書籍 健康と家庭の医学12/20

63 知っておきたい「がん講座」　リスクを減らす行動学 中川恵一著 日本経済新聞出版社健康と家庭の医学12/13

64 胃がん・食道がん　病後のケアと食事 山田和彦著 法研 健康と家庭の医学12/10

65 市区町村子ども家庭相談の挑戦　先進自治体の取り組みから 川松亮著 明石書店 教育と福祉 1/上

66 精神科医がみた老いの不安・抑うつと成熟 竹中星郎著 朝日新聞出版 教育と福祉 12/6

67 読み聞かせで発達支援　絵本でひらく心とことば 本と子どもの発達を考える会著かもがわ出版 教育と福祉 12/12

68 「最期まで自宅」で暮らす６０代からの覚悟と準備 大久保恭子著 主婦の友社 教育と福祉 12/18

69 わが子が「ギフティッド」かもしれないと思ったら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問題解決のための実践的ガイドジェイムズ・Ｔ・ウェブ著/角谷詩織訳春秋社 教育と福祉 12/下

70 ちょっとしたことでうまくいく　発達障害の人が上手にお金と付き合うための本　村上由美著 翔泳社 教育と福祉 12/13

71 スポーツと学校の暴力　力強く向き合うための視角 松田太希著 青弓社 教育と福祉 12/25

72 お金に強い子供の育て方 安原ゆかり著/太田留奈著/日経マネー編日経ＢＰマーケティング教育と福祉 12/19

73 遠距離介護で自滅しない選択 太田差惠子著 日本経済新聞出版社教育と福祉 12/17

74 事業者必携　入門図解　職場のハラスメント【セクハラ・パワハラ・マタハラ】　の法律と対策　　　 千葉博監修 三修社 くらしの法律 12/20

75 図解とＱ＆Ａでわかる　 ( 　最新　入管法と外国人雇用の法律問題解決マニュアル) 服部真和監修/小島彰監修三修社 くらしの法律 12/20

76 「内戦」の世界史 デイヴィッド・アーミテイジ著/平田雅博訳/阪本浩訳/細川道久訳岩波書店 歴史と紀行 12/19

77 日々の子どもたち　あるいは３６６篇の世界史 エドゥアルド・ガレアーノ著/久野量一訳岩波書店 歴史と紀行 12/12

78 地形の思想史 原武史著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ　歴史と紀行 12/18

79 江戸の間取り帖 ( Ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｆｉｆｔｉｅｓ) 菊地ひと美著・絵 講談社 歴史と紀行 12/10

80 青狐の島　世界の果てに挑んだベーリングと史上最大の科学探検隊 スティーブン・Ｒ・バウン著/小林政子訳国書刊行会 歴史と紀行 12/下

81 女たちのシベリア抑留 小柳ちひろ著 文藝春秋 歴史と紀行 12/11

82 反穀物の人類史　国家誕生のディープヒストリー ジェームズ・Ｃ・スコット著/立木勝訳みすず書房 歴史と紀行 12/19

83 仏様の解剖図鑑 瓜生中著 エクスナレッジ 日本の文化 12/20

84 ニッポン神様ごはん　神饌と信仰を訪ねて　 吉野りり花著 青弓社 日本の文化 12/25

85 歴史・文化・伝統がわかる　時代考証家のきもの指南 山田順子著 徳間書店 日本の文化 12/上

86 太神楽（ダイカグラ）　寄席に生きる日本の芸能の原点 鏡味仙三郎著 原書房 日本の文化 12/20

87 身近な園芸植物で俳句がひろがる！　「歳時記」植物図鑑　（仮）石田郷子監修/「歳時記」植物図鑑編集委員会編山川出版社 日本の文化 12/20

88 人物でわかる日本書紀　歴代天皇、妃、有力豪族、文化人、渡来人、神々古川順弘著 山川出版社 日本の文化 12/20

89 モノのはじまりを知る事典　生活用品と暮らしの歴史 木村茂光編著/安田常雄編著/白川部達夫編著/宮瀧交二編著吉川弘文館 日本の文化 12/12

90 ザ・ペンシル・パーフェクト キャロライン・ウィーヴァー著/片桐晶訳学研プラス 世界の文化 12/3

91 誰も教えてくれなかった　子どものいない女性の生き方 くどうみやこ著 主婦の友社 現代社会 12/23

92 「小さな拠点」をつくる図解でわかる田園回帰１％戦略 藤山浩著/豊田知世著農山漁村文化協会現代社会 12/17

93 科学的に見る　ＳＤＧｓ時代のごみ問題 松藤敏彦著 丸善出版 現代社会 12/23

94 漁業と国境 濱田武士著/佐々木 みすず書房 現代社会 1/10

95 日本のイスラーム 小村明子著 朝日新聞出版 現代社会 12/6

96 扉を開けて　ひきこもり問題のこれから 共同通信ひきこもり取材班編かもがわ出版 現代社会 12/12
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97 おしゃべりな糖　第三の生命暗号、糖鎖のはなし( 岩波科学ライブラリー) 笠井献一著 岩波書店 サイエンス 12/5

98 ４０人の神経科学者に脳のいちばん面白いところを聞いてみた デイヴィッド・ 河出書房新社 サイエンス 12/19

99 プラネットアース　イラストで学ぶ生態系のしくみ レイチェル・イグ 創元社 サイエンス 12/13

100 ＬＩＦＥ３．０　人工知能時代に人間であるということ マックス・テグ 紀伊國屋書店 テクノロジー 12/27

101 空飛ぶクルマのしくみ　技術×サービスのシステムデザインが導く移動革命中野冠監修/空飛ぶ 日刊工業新聞社 テクノロジー 12/20

102 トコトンやさしいゴム材料の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 伊藤眞義著 日刊工業新聞社 テクノロジー 12/17

103 はじめての治具（ジグ）設計 西村仁著 日刊工業新聞社 テクノロジー 12/27

104 どこからお話ししましょうか　柳家小三治自伝 柳家小三治著 岩波書店 芸術・スポーツ 12/17

105 オリンピックがもっと面白くなる！　なるほど最新スポーツ科学入門伊東浩司編/吉田孝 化学同人 芸術・スポーツ 12/20

106 イラストマニュアル　はじめてのクレー射撃 東雲輝之著 秀和システム 芸術・スポーツ 12/下

107 ものは言いよう ( ＭＯＥ　ＢＯＯＫＳ) ヨシタケシンスケ著 白泉社 芸術・スポーツ 12/9

108 さくらももこ　『ちびまる子ちゃん』を旅する( 別冊太陽　太陽の地図帖) 太陽の地図帖編集部編平凡社 芸術・スポーツ 12/23

109 真のファンなら知っておきたい　野球の世界情勢 石原豊一著 ベースボール・マガジン社芸術・スポーツ 12/20

110 オリバー・ツイスト　上 チャールズ・ディ 偕成社 児童読み物 12/6

111 オリバー・ツイスト　下 チャールズ・ディ 偕成社 児童読み物 12/6

112 ロビンソン ピーター・シス作/ 偕成社 児童読み物 12/17

113 おとのさま、にんじゃになる ( おはなしみーつけた！シリーズ) 中川ひろたか作/田 佼成出版社 児童読み物 12/4

114 たこあげ ( 講談社の創作絵本 ) 青山友美作・絵 講談社 児童読み物 12/17

115 荷車の騎士ランスロット　 ( アーサー王の世界５) 斉藤洋著 静山社 児童読み物 12/11

116 きれいずきのマグスおばさん ( こころのほんばこ ) イーディス・サッ 大日本図書 児童読み物 12/18

117 ねこなんて　いなきゃ　よかった ( 童心社のおはなしえほん) 村上しいこ作/ささ 童心社 児童読み物 12/19

118 ねこと王さま ( アリゲーターズ・マウス賞受賞作品) ニック・シャラッ 徳間書店 児童読み物 12/9

119 メキシコのおはなし　おまつりをたのしんだおつきさま マシュー・ゴラブ のら書店 児童読み物 12/15

120 ネバームーア　モリガン・クロウの挑戦 ※ ウォーターストーン児童書賞ヤングフィクション部門受賞作品ジェシカ・タウン 早川書房 児童読み物 12/3

121 チンチラカの大男　ジョージアのむかしばなし 片山ふえ文/スズキ ＢＬ出版 児童読み物 12/10

122 チョコレート・ウォーズ エライザ・ドラン 光村教育図書 児童読み物 12/20

123 あなたがおおきくなるひまで ケイト・バンクス 岩崎書店 児童読み物 12/13

124 みずたまり アデレイド・ホー 好学社 児童読み物 12/6

125 やきいもとおにぎり ( チューリップえほんシリーズ) みやにしたつや作・絵鈴木出版 児童読み物 12/23

126 ちび竜 工藤直子文/あべ弘 童心社 児童読み物 12/19

127 １０にんのせんにん 佐々木マキ作・絵 フレーベル館 児童読み物 12/4

128 つぎつぎつながる　パンダしりとり　コアラしりとり( ポプラ社の絵本 ) 石津ちひろ文/高畠 ポプラ社 児童読み物 12/12

129 みけねえちゃんにいうてみな　モフモフさいこう！ 村上しいこ作/くま 理論社 児童読み物 12/16

130 たまごの図鑑 今泉忠明監修/大木 あかね書房 児童ノンフィクション12/下

131 図書委員アイデアブック 吉岡裕子監修/村上 あかね書房 児童ノンフィクション1/上

132 きみにもなれるよ、発明家 ( そこが知りたい！発明と特許２　完結) こどもくらぶ編 筑摩書房 児童ノンフィクション12/16

133 水道が止まったときに役立つレシピ ( 「もしも」のときに役に立つ！防災クッキング２) 今泉マユ子監修 フレーベル館 児童ノンフィクション12/11

134 近世（戦国時代～江戸時代） ( ビジュアル日本の住まいの歴史３　全４巻３配) 小泉和子監修/家具 ゆまに書房 児童ノンフィクション1/17

135 ゆきのけっしょう 武田康男監修・写 岩崎書店 児童ノンフィクション12/16

136 歴史のなかの子どもたち フィリップ・ウィ 岩崎書店 児童ノンフィクション12/13

137 地図で見る　日本の地震 山川徹文/寒川旭監 偕成社 児童ノンフィクション12/23

138 キッズペディア歴史館　日本史の大事件　そのとき世界は 小学館 児童ノンフィクション1/29

139 「いただきます」を考える　大切なごはんと田んぼの話( ちしきのもり ) 生源寺眞一著 少年写真新聞社 児童ノンフィクション12/12

140 「走る図書館」が生まれた日　ミス・ティットコムとアメリカで最初の移動図書館車( 児童図書館・絵本の部屋) シャーリー・グレ 評論社 児童ノンフィクション12/23

141 いのちを救う災害時医療 ( １４歳の世渡り術 ) 森村尚登著 河出書房新社 ヤングアダルト 12/18

142 愛と季節 ( 大人になるまでに読みたい１５歳の海外の詩１　) 谷川俊太郎巻頭文/ ゆまに書房 ヤングアダルト 12/下

143 スアレス一家は、今日もにぎやか ※ ２０１９年ニューベリー賞受賞作品メグ・メディナ著/ あすなろ書房 ヤングアダルト 12/中

144 ラジオ保健室　１０代の性の悩みを優しく解説！（仮） ＮＨＫラジオ第１編扶桑社 ヤングアダルト 12/24
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Ｎｏ．書名・シリーズ・受賞情報など

145 音楽ってなんだろう？ ( 中学生の質問箱 ) 池辺晋一郎著 平凡社 ヤングアダルト 12/11

146 泣いたあとは、新しい靴をはこう。１０代のどうでもよくない悩みに作家が言葉で向き合ってみた日本ペンクラブ「子どもの本」委員会編ポプラ社 ヤングアダルト 12/10


